
18広報とよはし  平成 28 年 9月15日

どなたでも 女性 男性 子ども 高齢者 障害者 事業 育児主な対象
催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくはお問い合わせください。
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	幼児ふれあい教室
五感で楽しむ食育

とき：10月18日～11月15日の火曜日（全
5回）午前10時～11時30分　ところ：東部
地区市民館飯村分館（飯村南四丁目）　対
象：1歳半～2歳児（10月18日現在）と保
護者　内容：簡単な調理に挑戦し、楽し
みながら食育を学びます　講師：中尾友
紀さん（こどもの料理　管理栄養士）ほか　

定員：12組（抽選）　受講料：無料（材料
費1,200円必要）　申し込み：9月30日ま
でにホームページで必要事項を、こど

も未来政策課（☎51・2325）

	幼児ふれあい教室　音楽・親子ヨガ・
中華・ワールドコミュニケーション

とき：10月17日㈪、11月9日㈬・21日㈪、
12月1日㈭（全4回）午前10時30分～11

時30分　ところ：希望が丘児童クラブ（大
岩町字大穴）ほか　対象：1～4歳未満
児（10月17日現在）と保護者　内容：ヨ
ガや英会話などを体験して、リラックス

した時間を過ごします　講師：ケイティ
加藤さん（英会話講師）ほか　定員：12組
（申込順）　受講料：無料（材料費500円
必要）　申し込み：9月15日～10月7日に
希望が丘こども園（☎41・2392）　問い
合わせ：こども未来政策課（☎51・2325）

	家庭教育講座
子どもの食を考える!!

とき：11月5日・19日、12月3日の土曜日
（全3回）午前10時～11時30分　ところ：
杉山地区市民館　対象：小・中学生の
保護者　内容：食の話と体に良い食材を
使ったお好み焼き作り　講師：鬼頭一栄
さん（管理栄養士）　定員：15人（抽選）　
受講料：1,000円（別途材料費200円必
要）　その他：小学3年生未満の託児あり
（予約制。1人1回200円必要）　申し込
み：10月15日までに
杉山地区市民館（杉

山町字孝仁☎ 23・

2216 sugiyama@

sala.dti.ne.jp）

	アウトドア炊飯教室
とき：10月9日㈰、11月6日㈰午前10時～
午後2時　ところ：少年自然の家（伊古
部町字下リ）　対象：18歳以上の方　内
容：楽しく安全な野外炊飯の方法を学び
ます　定員：各10人（申込順）　参加料：
各1人500円（材料費）　持ち物：軍手、
タオル、帽子　その他：メニューなど詳
細はホームページ参照　申し込み：9月
17日から少年自然の家（☎21・2301）

	わくわく体験クラブ
楽しく覚える津軽三
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とき：10月12日・26日、11月9日・30日、
12月14日の水曜日（全5回）午前10時～

11時30分　ところ：青少年センター（牟呂
町字東里）　対象：市内在住で18歳以上
の方　内容：三味線に親しみ、日本古来
の音楽を学びます　講師：津軽三味線　雅

會　定員：20人（申込順）　その他：三味線
は当センターで用意します　申し込み：9
月16日から青少年センター（☎46・8925）

	スキルアップ講座
プロが教える！デザイン講座

とき：9月23日㈮午後1時～3時　ところ：
カリオンビル（松葉町二丁目）　内容：目
を惹

ひ

くパネルやポスターのレイアウト方

法を学び、模造紙を使ってパネルを作

成します　講師：松原圭さん（㈱meets）　
定員：20人（申込順）　持ち物：パネル作
成に使う写真やイラスト　申込先：オレ
ンジプラザ（☎56・5160 npo-info@

tees.jp）

	要約筆記入門講座
聞こえのサポートを学ぼう！

とき：10月23日～11月27日の日曜日（全
5回。11月20日を除く）午後1時～4時（11

月13日は午前9時から）　ところ：あいト
ピア（前畑町）　内容：手話を知らない聴
覚障害者へ文字で伝える要約筆記を学

びます　定員：20人（申込順）　持ち物：
筆記用具、あればノートパソコン　申し
込み：9月15日～10月16日に豊橋市社
会福祉協議会（☎52・1111）

	くろしおチャレンジプログラム
チャレンジ秋キャンプ

とき：10月29日㈯午後1時～30日㈰午
前10時※1泊2日　ところ：野外教育セ
ンター（伊古部町字枇杷ケ谷）　対象：小
学3年～中学生と保護者　内容：秋の星
空観望とアウトドアクッキング、工作など　

定員：8家族（抽選）　参加料：1人1,000
円（材料費）　持ち物：軍手、タオル、着
替え　その他：メニューなど詳細はホー
ムページ参照　申し込み：9月15日～30
日に少年自然の家（☎21・2301）

	自然体験プログラム☆遊びイベント21
豊橋カレーうどんづくり

とき：11月5日㈯午前9時30分～午後2時　
ところ：少年自然の家（伊古部町字下リ）　
対象：5歳児～中学生と保護者　内容：
手打ちの豊橋カレーうどんを野外炊飯で

作ります　定員：8家族（抽選）　参加料：
1家族4人分1,700円（材料費）　持ち物：
軍手、タオル　申し込み：9月15日～30
日に少年自然の家（☎21・2301）

	国際交流について考えよう！
とよはしの国際交流展

とき：10月3日㈪～13日㈭午前8時30
分～午後5時　ところ：市役所市民ギャラ
リ―（東館1階）　内容：豊橋市の国際交流
についてのパネルを展示します　問い合
わせ：多文化共生・国際課（☎51・2023）

	屋外広告物講習会
とき：11月25日㈮午前9時～午後5時　
ところ：市役所東83会議室（東館8階）　
対象：屋外広告物のデザインまたは屋外
広告物を設置する業務を行う方　内容：
屋外広告物関係法令、表示、施工につ

いて学びます　講師：萩原周さん（名古
屋芸術大学教授）ほか　定員：30人（申
込順）　受講料：4,800円（テキスト代を
含む）　申し込み：10月3日～31日に申
請書、受講料を市役所都市計画課（東

館9階☎51・2615）※申請書は都市計

画課、ホームページで配布
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参加料・受講料を明記していないものは無料、申し込みを明記していないものは不要です。
掲載記事のホームページについては、http://www.city.toyohashi.lg.jp/9045.htmからご覧いただけます。

		認知症家族介護者交流会
日程など：下表　対象：認知症の方を介護している家族など　内容：介護者同士の交流・情報交換など　問い合わせ：長寿介護課
（☎51・2338）

■認知症家族介護者交流会

とき ところ 参加料／申し込み

10月1日、11月5日、12月3日の土曜日
午後1時30分～4時

豊橋商工会議所
（花田町字石塚）

各500円／（公社）認知症の人と家族の会　愛知県支部
（☎0562・33・7048）

10月12日、11月9日、12月14日の水曜日
午前10時～正午

つつじが丘地域福祉センター
（佐藤五丁目）

豊橋市東部地域包括支援センター（☎64・6666）※初
回参加時のみ必要

10月13日、11月17日、12月8日の木曜日
午前10時～正午

保健所・保健センター
（中野町字中原「ほいっぷ」内）

各100円／豊橋市南部地域包括支援センター（☎25・
7100）※初回参加時のみ必要

10月18日、11月8日、12月13日の火曜日
午後1時30分～3時30分

あいトピア
（前畑町）

各100円／豊橋市中央地域包括支援センター（☎54・
7170）※初回参加時のみ必要

	市民大学トラム

講座名 とき／ところ 内容／講師※敬称略 定員（抽選）／受講料 申し込み

フラワーアレンジを
楽しもう
（全5回）

10月13日・27日、11月3日・
10日・24日の木曜日午後1
時30分～3時30分／東陵
地区市民館

フラワーアレンジを
楽しみ、知識・技能
を学びます／小泉信
子（小泉フラワースタ
ジオ主宰）

20人／1,500円（別途
材料費10,000円）

10月5日までに東陵地区市民館
（牛川町字乗小路☎64・8088）

外国人と楽しく英会
話をしよう（初心者
向け）
（全6回）

11月8日～12月13日の
火曜日午前10時～11時
30分／南部地区市民館

道案内をはじめ、さま
ざまな場面での会話を
学びます／金子真由香
（英語塾講師）

15人／1,500円

10月5日までに直接、はがき、
ファックスまたはEメールで講
座名、郵便番号、住所、氏名、
電話番号を南部地区市民館（〒
441-8105北山町95-1☎ 47・
0974 nanbu@tees.jp）

■若手音楽家育成事業　8
エイトハンズ

hands　4人のピアニストによる連弾
　40本の指が魅せる大アンサンブル
とき：10月3日㈪午後3時30分・7時　内容：ピアノ2台・ピアニスト4人による8手連弾コンサート　
曲目：R.シュトラウス／ツァラトゥストラはかく語りき、チャイコフスキー／「くるみ割り人形」ほか　出
演：谷合千文、清田千絵、樋口晃子、井垣壮太　入場料：全席指定。一般1,000円、高校生以下500円　
チケットの販売：プラットチケットセンター、市民文化会館（向山大池町）
■プラット音楽隊　ミヒャエル・エンデ「モモ」出演者（演奏者）募集
対象：高校生以上で練習（10月8日㈯～11月12日㈯の当劇場指定日（全14回））、本番（11月13日㈰）におおむね参加で
きる方　内容：プラットオリジナルの音楽劇を作り、11月13日㈰開催のええじゃないか豊橋音祭りに出演します　講師：棚
川寛子さん（舞台音楽家）　定員：15人程度（選考）　申し込み：9月23日までに申込書を穂の国とよはし芸術劇場（〒440-
0887西小田原町123）※申込書は市役所文化課（西館3階）、穂の国とよはし芸術劇場、ホームページで配布

会員先行でのチケット購入は事前にプラットフレンズへの登録が必要です。詳細はお問い合わせください。

問い合わせ：	穂の国とよはし芸術劇場「プラット」（西小田原町☎39・8810）
	 ※チケットの販売などはプラットチケットセンター（☎39・3090）

井垣壮太


